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脳が変わる食事術 
ストレス編 
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ストレスとは？ 

ストレスとは、外部からの刺激によって自分の身体や心に負荷がかかり、「歪み」
が生じることをいいます。 

その「歪み」よって、身体の不調が引き起こされた状態です。 

ストレスによってイライラしたり、逆にやる気が出なかったりする、具体的な原因
にはどのようなものが有ると言われているでしょうか？ 

考え方や社会 

目標が大きい、漠然としている 
目標を達成できない 
やることが多くて完了できない 
やっている事の価値を見いだせない 
燃え尽き症候群 
マンネリ 
他責にする（自分がうまく行かないのは◯◯のせい） 
自分を責める 
過去にとらわれる 
ネガティブな思い込み 
自己重要感不足 
肯定的意図（隠れたメリット） 
やりたいことが見つからない 
対人関係 
ライフワークバランスの乱れ 

身体的要因 

睡眠不足 
運動不足 
不規則な生活 
食生活の乱れ 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ストレスを解決するには？ 

心理学やNLPなどでは「相手は鏡」と言うことがあります。 

無意識・有意識に関わらず、自分自身の嫌な部分と、似ている部分を持っている相
手を毛嫌いしたり、自分が我慢している事などを、相手が軽々とやると異常に反応
したり。 

無意識・有意識に関わらず、自分自身が氣にしている（興味がある）部分を、選択
して見て判断します。 

目に入ること、起こったことの全てを処理すると、脳はパンクしてしまいますの
で、取捨選択して見ます。 

しかも、そのほとんどは、無意識で行われます。 

そのため、子どもの頃に遡ってみたり、蓋をしている隠れたトラウマを見つけた
り、両親との関係を見つめ直したりなどして、自分自身を深く知る事が出来ると、
相手を理解出来るようになります。 

見えている相手は、自分自身なので、自分を理解すると、相手を理解できるように
なるのです。 

それが「相手は鏡」と言われる所以です。 

自分自身を知り、自分自身を受け入れられたら、相手の事を理解でき、受け入れら
れる。ストレスが軽減するという訳です。 

しかし、それだけでは解決出来ない人がたくさん居るのです… 
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見過ごされているもの 

考え方のトレーニングを受けた全ての人が、望む結果を出したり、良い方向に向か
うとは限りません。 

勿論、改善する人も沢山いらっしゃいます。 

僕自身も、NLPなどを学んで活かした事により、大きく変化しました。学ぶことは
大賛成ですし、ぜひ、積極的に学ばれてはどうかと思います。 

しかし、望む結果を出せないばかりか、現実社会から逃げようとしたり、仲間が居
ない場では不安になったり、セミナージプシーになったり、組織やセミナー仲間へ
依存状態になったり、、、 

そんな、人も沢山見てきました。 

いくら考え方のトレーニングをしても、改善しない人が居るのです。 

どうして、その様な差が生まれるでしょうか？ 

人それぞれの様々な原因はありますが、多くの人に当てはまる共通点がありまし
た。 

それは、『自分を大切にする食事が出来ていない』こと。 

自分を大切にする食事が出来ない ＝ 自分を大切に出来ない。 

本当は、自分が一番大切なのに、自分を自分から大切にされていない。だから、自
分を肯定できないのです。 

なんだか、ちょっとスピリチュアルな話になりましたが、実は、科学的にも、食べ
物や食事が、心を作っていることが分かったのです。 
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心はどこにあるの？ 

腸は第２の脳と言われますが、本当でしょうか？ 

腸（小腸）を持つ生物が出てきたのは40億年前、一方、脳を持つ生物の出現は５
億年前。生物には最初、脳がありませんでした。 

最初に備わった器官は腸（小腸）で、脳ができたのは、生物の歴史ではつい最近の
こと。 

ご存知の方も多いと思いますが、人の生命が誕生するとき、胎内で最初に作られる
のも腸ですよね。 

つまり『脳は第２の腸』とも言えます。 

なぜなら、小腸は脳と同等の機能を持り、脳からの指令を全く受けずに、独立して
全ての処理を行うことが出来るからです。 

そのようなことから『顕在意識は脳、潜在意識は腸』と伝える学者さんもいる程で
す。 

そして、脳と腸はお互いに情報をやりとりしています。 

その伝える役割をしてくれるのが、神経伝達物質やホルモンです。 
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しあわせは腸が作る 

人が、しあわせと感じるのは、脳から分泌される脳内伝達物質が関係しています。 

一つはセロトニンで、歓喜や快楽を伝えるもの。 
もう一つはドーパミンで、気持ちを奮い立てたりやる気を起こす働きがあります。 

セロトニンやドーパミンの原料になるのはアミノ酸。 

アミノ酸は、たんぱく質やペプチドが分解されたものです。 

しかし、これらのアミノ酸を、単体で摂れば良いという訳ではなく、様々な食品を
バランス良く摂る必要があります。 

腸内細菌がバランスよく増えていかなければ、脳内にセロトニンやドーパミンが増
えないからです。 

『ドーパミンはフェニルアラニンからチロシンになり、それが水酸化してＬ-ドー
パという前駆体として合成されます。セロトニンはトリプトファンから５-ヒドロ
キシトリプトファン（５-ＨＴＰ）という前駆体に代えられ、腸内細菌によって脳
におくられます』 
参考：藤田 紘一郎. 脳はバカ、腸はかしこい (JAPANESE EDITION) 

つまり「幸せ物質」は、腸内細菌が沢山いないと合成できないのです。  
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幸せ物質を増やす食事 

腸内細菌を増やし、ストレス軽減し、しあわせな気持ちにする食事のポイントは３
つあります。 

１，バランスよく食べる。 
２，日本人の体にあった旬の食材を選ぶ。 
３，不自然なものは控える。 

それぞれを詳しく解説しています。 

１，バランスよく食べる 

近年、テレビや雑誌などで、「◯◯は控えた方が良いよ～」「◯◯オイルが体に良
いよ～」「ダイエットには◯◯」等と伝えられると、それを信じる方が多くいらっ
しゃいます。 

自分の体にあっているのか、必要なのかを確かめる事なく、そればかりを食べた
り、逆に食べなかったり。 

例えば、しっかりと知識を持たずに、糖質制限や炭水化物ダイエットをするのは、
とても危険な行為と言えます。 

他にも、動物性のたんぱく質を、全て植物性のたんぱく質に置き換えるのも無理が
有ります。 

食事からタンパク質を摂るには、肉や魚、卵などの動物性食品と、穀類や豆類など
の植物性食品がありますが、食材によって、含まれているアミノ酸が違います。 

この違いを知らずにいると、タンパク質を摂っているつもりでも、必要なアミノ酸
が摂れていない状態になってしまいます。 

実際、ビーガン（動物性の食品を一切食べない）で世界的に有名な方でも、ドク
ターストップがかかり、動物性の食品を摂るようになった話もあります。 
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つまり、極端な制限や、過度な摂取、偏った食事ではなく、バランスの良い食事す
ることが必要です。 

しかし、ここで問題があります。 

『バランスの良い食事』とは、いったいどの様なものなのでしょうか？ 

ひょっとしたら、厚生労働省が出している「食事バランスガイド」をイメージされ
る人も多いと思います。 

しかし、これは全くのデタラメだと、最新の研究では言われています。 

例えば、主食の割合が多すぎることろ。 

しかも、精製された白米や、パン、うどん、スパゲッティを勧めるなんて… 

主食とは、米、小麦などの炭水化物やその加工品の事。炭水化物中の糖は体に大き
な負担をかけ、ダメージを与えます。 

食事バランスガイドどころか「病人を作るための食事ガイド」と言われても仕方が
ないかもしれません。 

２，日本人の体にあった旬の食材を選ぶ 

海苔は、日本人にしか消化酵素が無い事ご存知ですか？ 

その土地に住む人は、その土地で採れる海や山の幸から、栄養を吸収できるよう
に、長い年月をかけて体が適応していくのです。 

また、 

旬の野菜には、その時期に必要な栄養素や効果を沢山含んでいます。 

旬の魚には、その時期に必要な栄養素や効果を沢山含んでいます。 
 9



その土地の食材には、その土地に暮らす人に必要な栄養素や効果を沢山含んでいま
す。 

逆に、旬ではない食材は、環境に負荷をかけ、旬の時期よりも栄養素は少なくなっ
てしまいます。 

つまり、その時期に旬を迎える、その土地で長年食べられてきた食材が、一番体に
合っているという訳です。 

３，不自然な食品は控える 

幸せになるため、腸内細菌を増やし腸内環境を整えるには、特に気をつけたいのが
不自然な食品です。 

ここでの不自然な食品とは、自然界には無い食べ物、食品添加物を使った加工品、
不自然な生産方法の食品などの事です。 

例えば「糖」 

砂糖（特に精製されたもの）の害は、今までもお聞きになられた事が有るかも知れ
ませんが、実はそれ以上に、異性化糖や人工甘味料が、腸には大きなダメージを与
えます。 

ダイエットのためや、体に良いイメージで「ダイエット飲料」「ダイエット食品」
「カロリー控え目食品」を選ぶ人が多いのですが、それらのほとんどには、人工甘
味料が含まれています。 

人工甘味料は、腸内細菌を破壊します。 

オーストラリア・アデレード大学医学部とアデレード大学健康栄養科学センター
（Centre of Research Excellence in Translating Nutritional Science to 
Good Health）の共同によると、 
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「健康な非糖尿病被験者たちにおいて、2週間の低カロリー甘味料の補給は、消化
管の細菌を破壊し、健常な人（の腸内）には通常存在しない（悪い）細菌類を増加
させるのに十分であった」と結論づけています。 

また、同様に食品添加物も腸内環境を破壊し、直接脳へ影響を及ぼすものもありま
す。 

腸内細菌を増やしたいからと、ヨーグルトを食べる人も多いですよね。 

ヨーグルトは、腸内細菌が増え腸内環境を整えるという、イメージが植え付けられ
ていますが、本当にそうでしょうか？ 

まず、日本人には、乳糖不耐症の方が多く、乳製品が体に合わない方が多くいらっ
しゃいます。 

また、商品によっては、乳酸菌を増やすどころか、人工甘味料や異性化糖などの、
腸内環境を破壊する原材料を含んでいるものもあります。 

また、ヨーグルトの原料となる牛乳のほとんどは、とても不自然な環境で作られて
います。 

牛も人間と同じように、妊娠して子どもが出来た時にしか、乳は出しません。 

しかし、乳牛からずっと牛乳をしぼるために、狭い牛舎に閉じ込められ、遺伝子組
み換えの穀物を食べさせられ、ホルモン剤や抗生物質等を投薬され、強制的に妊娠
と出産を繰り返しています。 

自分から産まれた子ども達に、一度も乳をあげることなく、生涯を終える牛も沢山
いるのです。 

このように、体への負担が大きいばかりか、自然界にも負担が大きな不自然な食品
を、摂る必要性は薄いのではないでしょうか？ 
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少しづつでも良いので、やってませんか！ 

ストレス軽減し、しあわせな気持ちにする食事のポイントは３つ 

１，バランスよく食べる。 
２，日本人の体にあった、旬の食材を選ぶ。 
３，不自然なものは控える。 

本当は、すごくシンプルなんです。 

あまり、難しく考え過ぎたりせずに、自分ができることからはじめてみませんか？ 

あれはダメこっちを食べなきゃとか、カチコチに考えずに。 

ストイック過ぎるのもストレスになります。ストレスを無くして健康でしあわせに
なるのが目的ですから、その手段である料理がストレスになるのは本末転倒だと考
えています。 

しかし、シンプルがゆえに、大切なのが「食材選び」 

何気なく使っている食品の中にも、酸化している質の悪いものや、腸内環境を荒ら
すもの、脳に影響を与えるものなど、危険がせまっています。 

食品の知識をつけ『あなたやご家族を大切にする食事』ができるように、講座を開
催しています。 

ここまでお読み頂きましたあなたへのお礼に、特別に【無料】で講座を受講して頂
けるように致しましたので、ぜひご参加ください。（詳しい内容は次のページでご
案内しています。） 

より、心も体も健康で、しあわせな毎日をお過ごし頂けると信じています。 

最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。 
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プロフィール 
佃 隆志 
一般社団法人日本ナチュラルヘルシーフード協会 代表理事 
株式会社グラン 代表取締役 
加工食品診断士 
食育インストラクター 
脳が変わる食事術主宰 
 
熊本県天草出身  
隣に住む祖父母が専業農家だった事もあり、農業を身近に感じながら育つ。  
高校を卒業後、大阪の有名料亭で修行。  
阪神淡路大震災で被災し、食の価値観が大きく変わる。  
大手飲食チェーンで統括総料理長として勤務。店舗指導をはじめ、メニュー開発・
店舗開発などを行い、多くの店舗を立ち上げる。 

しかし、利益優先、安全性の軽視の飲食業界に疑問を持ちはじめたこと、様々な料
理技術を学んだこと、食品添加物について知識を深めたこと、農薬への疑問、農家
さんや生産者さんの現実、祖父母の家で起こった悲劇的な事件などがきっかけとな
り独立。 自然食のカフェをはじめる。 
「美味しく・楽しく・健康に」をコンセプトに、地方でがんばっている農家さんか
ら直接仕入れた無農薬の野菜を使い、食品添加物をなるべく摂らない健康的な料理
を提供。 
行列が出来る程の人気店となり十年で五店舗にまで増え、総合病院からオファーを
受け、病院内に店舗を構える。 

現在は「心と体の健康は温かな食卓から」を心情に、ストレス無く健康的なお料理
をするスキルを伝え、『温かい食卓』を日本に一つでも多く作るため、日々奔走し
ている。 

ベストセラー「食品の裏側」の著者安部司氏から直接学ぶ。 
世界的ベストセラー「超一流の食事術」の著者アイザック・ジョーンズからも直接
学んでいる。 

加工食品診断士、食育インストラクター、NLP（神経言語プログラミング）、目標
達成技術取得、コーチ・コンサルティング技術取得などを学ぶ。 
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メディア掲載・出演 
2008.04 サンケイリビング新聞 

2009.04 朝日新聞 

2009.5 Natts 

2009.5 Richer南大阪特集 

2009.8 P-natts 

2009.9 eoグルメ 

2009.9 堺市Walker 

2010.10 Richer ファミリーWalker 

2010.12 るるぶ堺市 

2011.3 Richer 南大阪特集 

2011.11 suumo 

2012.6 日刊ゲンダイ 

2012.6 Lmaga.jp 

2012.7 デートぴあ関西版2013 

2012.10 JR西日本旅こよみ11月号 

2012.11 BlueLiner11月号 

2013.1 Richer 

2013.10 南大阪の本 

（途中省略） 

2016.4 岸和田テレビ『ドレミファん』 

2016.11 ラジオ岸和田 

2018.1 NHK　ニュースシブ5時 

2018.2 テレビ西日本　ももち浜ストア 

2018.3 福岡放送　めんたいワイド 

2018.4 九州ウォーカー 

2018.8 福岡放送　LIFE IS FLOWER ～価値ある暮らしのエッセンス～ 
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脳が変わる食事術　ストレス編 
～実はとってもシンプル 美味しく食べてストレスを減らす～ 

2019年12月27日　初版 

著者　佃隆志 

編集・発行者　一般社団法人日本ナチュラルヘルシーフード協会 

定価　1380円 
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